
     2019 年 第 4 回中部ブロックフライト選⼿権⼤会 選⼿リスト 

＜⼩学 4 年⽣以下＞ 

ゼッケン  ⽒    名   ふ り が な 登録クラブ 

  １   岡本 真宙  おかもと まひろ   AE 刈⾕ 

  ２   鈴⽊ 理央菜   すずき りおな   AE 刈⾕ 

  ３   増⽥ 帆花  ますだ ほのか   AE 刈⾕ 

  ４   齋藤 愛吏  さいとう あいり   AE 刈⾕ 

  ５   杉浦 妃菜  すぎうら ひな   AE 刈⾕ 

  ６   鈴村 千有希  すずむら ちあき  FLAT BACK 

  ７   伏⾒ 優花  ふしみ ゆうか   IZUMIX 

  ８   宮崎 愛梨  みやざき あいり   IZUMIX 

  ９   佐野 芽菜  さの めいな   IZUMIX 

 １０   浜⽥ 和佳  はまだ わか   IZUMIX 

 １１   ⼭⽥ 茉陽  やまだ まひな   IZUMIX 

 １２   保坂 美結   ほさか みゆ   IZUMIX 

 １３   名倉 ⼩奈  なぐら こな    

 １４   村松 桜⽻  むらまつ さわ    

 １５   渡辺 蒼唯  わたなべ あおい   AE 刈⾕ 



 １６   魯 美依    ろ みい  

 １７   三宅 良奈  みやけ らな    

 １８   桐⽊ 奏空  きりき そら   AE 刈⾕ 

 １９   吉⽥ 綾  よしだ りょう   AE 刈⾕ 

 ２０   岡本 空⼟  おかもと そらと   AE 刈⾕ 

 ２１   藤原 紬妃  ふじわら つむぎ   AE 刈⾕ 

 ２２   齋藤 優吏  さいとう ゆうり   AE 刈⾕ 

 ２３   磯村 彩  いそむら いろは   AE 刈⾕ 

 ２４   中島 ⼼々⾳  なかしま ここね   AE 刈⾕ 

 ２５   岡 ⽇菜多  おか ひなた   AE 刈⾕ 

 ２６   坪⽊ 千裕  つぼき ちひろ   AE 刈⾕ 

 ２７   磯村 七帆  いそむら なほ   AE 刈⾕ 

 ２８   酒井 和花  さかい のどか   AE 刈⾕ 

 ２９   髙野 結⽣実  たかの ゆうみ   IZUMIX 

 ３０   寺瀬 由梛  てらせ ゆな   Bettyʼs 

 

 

＜⼩学 5・6 年⽣＞ 



 ３１   知崎 百華  ちざき ももか   AE 刈⾕ 

 ３２   吉⽥ 環  よしだ たまき   AE 刈⾕ 

 ３３   増本 晴⾹  ますもと はるか   Bettyʼs  

 ３４   佐野 ⼼春  さの こはる   Bettyʼs 

 ３５   堀 絢⾳  ほり あやね    

 ３６   東⽅ 莉乃  とうぼう りの  

 ３７   ⼩澤 由愛  おざわ ゆうあ    

 ３８   ⽯⿊ ⽂菜  いしぐろ あやな   

 ３９   鈴⽊ 毬未  すずき まりみ    

 ４０   蟹江 雅  かにえ みやび   AE 刈⾕ 

 ４１   伏⾒ 果恋  ふしみ かれん   IZUMIX 

 ４２   ⾚松 さやか  あかまつ さやか   IZUMIX 

 ４３   森下 理央  もりした りお   

 ４４   髙野 真佑歩  たかの まゆほ   IZUMIX 

 ４５   村松 ⼼⽻  むらまつ みう  

 ４６   原⽥ 真歩  はらだ まほ  

 ４７   増⽥ 弥珠  ますだ みすず  

＜中学⽣＞ 



 ４８   ⼭⽥ 莉乃  やまだ りの   IZUMIX 

 ４９   原⽥ 綺花  はらだ あやか  FLAT BACK 

 ５０   ⼭崎 こころ  やまざき こころ  

 ５１   村松 芹奈  むらまつ せりな   

 ５２   岡⽥ 朋樹  おかだ ともき    

 ５３   村松 優⽻  むらまつ ゆう  

 ５４   榛葉 遥  しんば はるか    

 ５５   堀尾 美⽻  ほりお みう  

 ５６   歳⽥ 澄麗  としだ すみれ  IZUMIX 

 ５７   名倉 ⼩遥  なぐら こはる  

 ５８   北川 桃花  きたがわ ももか  

 ５９   森下 実宥  もりした みゆ  

 

 

 

 

 

＜⼥⼦１＞ 



ゼッケン   ⽒    名   ふ り が な 登録クラブ 

 ６０   杉村 夏⾳  すぎむら なつね   ⻘⼭社中 

 ６１   坂野 弘  さかの ひろ  ⻘⼭社中 

 ６２   杉⼭ 佳伽  すぎやま よしか   ⻘⼭社中 

 ６３   安松 ひなた  やすまつ ひなた   Bettyʼs 

 

＜⼥⼦２＞ 

 ６４   ⼭崎 伸⼦  やまざき のぶこ  

 ６５   ⼭⽥ 佳代  やまだ かよ  

 

＜⼥⼦３＞ 

 ６６  ⼤脇 弘江  おおわき ひろえ  

 ６７   ⼭野 留美⼦  やまの るみこ  

 ６８   寺⽥ 智恵美  てらだ ちえみ   Bettyʼs 

 ６９   中原 由紀  なかはら ゆき   Bettyʼs 

 

＜男⼦２＞ 

 ７０    堀 浩⼆  ほり こうじ  ⻘⼭社中 



 ７１  ⽥上 久仁夫  たがみ くにお  

 

＜⼥⼦マスターズ１＞ 

 ７２   ⼭⼝ 瑞江  やまぐち みづえ  FLAT BACK 

 ７３   坂下 千寿⼦  さかした ちずこ  

 ７４   ⼤坪 恭⼦  おおつぼ きょうこ  FLASH 

 

＜⼥⼦マスターズ２＞ 

 ７５   賀茂 尚江  がも なおえ  

 ７６  朝⽇ 美砂⼦  あさひ みさこ  

 ７７   ⼩池 貴⼦  こいけ たかこ  

 ７８   ⼭本 操  やまもと みさお   Bettyʼs 

 ７９   佐塚 弘⼦  さづか ひろこ   Bettyʼs 

 

 

 

 

＜グランドマスターズ＞ 



ゼッケン   ⽒    名  ふ り が な  登録クラブ 

 ８０   ⽥中 礼⼦  たなか れいこ  FLAT BACK 

 ８１   ⻑崎 ひとみ  ながさき ひとみ  

 ８２   ⼭内 貴公美  やまうち きくみ  FLAT BACK 

 ８３   丹所 美恵⼦  たんしょ みえこ  FLAT BACK 

 ８４   ⽯神 眞規⼦  いしがみ まきこ  Bettyʼs 

 ８５   内⼭ はるみ  うちやま はるみ  FLAT BACK 

 ８６   ⽥淵 しげ⼦  たぶち しげこ   

 ８７   森本 裕⼦  もりもと ゆうこ  

 ８８   興梠 洋⼦  こうろぎ ようこ  

 ８９   尾崎 房⼦  おざき ふさこ  Bettyʼs 

 ９０   児⽟ 和⼦     こだま かずこ  Bettyʼs 

 ９１   ⼤⽯ 泰⼦  おおいし やすこ  Bettyʼs 

 ９２   笠原 由美⼦  かさはら ゆみこ  Bettyʼs 

 ９３   塚本 明⼦  つかもと あきこ  Bettyʼs 

 

 

＊⼩中学⽣の部、シニア・マスターズの部、の 2 回で⾏います。 



フライト規定は⽇本エアロビック連盟 HP の動画と同じ内容となります。 

 

＊各⾃、暑さ対策をお願い致します。 


